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広報お知らせ号

〒038－3803
藤崎町大字西豊田一丁目１番地

藤崎町企画財政課企画係
575－3111(内線2224)

藤崎町臨時職員採用登録募集のお知らせ

全国瞬時警報システムの放送試験のお知らせ

町では、臨時職員の登録を臨時受付しています。
臨時職員の採用は必要に応じて、登録者の中から業務の条件に合致
する方を選考します。なお、登録されても採用されるとは限りません
ので、ご了承ください。

全国瞬時警報システム(通称｢J-アラート｣)とは、大規模な自然災害
や弾道ミサイル攻撃などについての情報を、町防災行政無線を通して
瞬時に国から町民へ伝達するシステムです。
次の日時に、全国瞬時警報システムの放送試験を全国一斉に実施し
ます。放送試験の際には、実際の災害と間違えないようご注意ください。

☆募集職種
☆登録要件

☆申込方法

☆登録期間

☆勤務条件等

①事務職
②技能労務職(運転技能員、学校用務員、調理員など)
☆放送日時 11月４日(金) 午前10時頃
①高校卒業以上の学歴を有する18歳以上60歳未満の方
☆放送内容 ・｢こちらは、防災藤崎広報です。ただいまから訓練
②事務職をご希望の方は、パソコンの基本操作及び
放送を行います。｣
ワードやエクセルを使用できること
・(緊急地震速報サイレン)に続けて｢緊急地震速報、
※地方公務員法第16条(欠格条項)に該当する方は登録
大地震です。大地震です。これは訓練放送です。｣
できません。
を交互に３回繰り返す。
「藤崎町臨時職員登録申込書」(以下「登録書」)に必要
・｢こちらは、防災藤崎広報です。これで訓練放送を
事項を記入し、顔写真を貼付のうえ、総務課庶務係に提
終わります。｣
出してください。
☆お問合せ 総務課防災係(内線2208、2209)
※登録書は町ホームページ(http://www.town.fujisaki.
lg.jp/)からダウンロードできるほか、総務課庶務係
でも配付しています。
愛犬家・愛猫家の皆さんへ
①臨時職員候補者台帳に登録された日の属する年度の末
日までとします。ただし、各年１月から３月までに登
迷い犬や迷い猫の相談が増えています。
録した方は、翌年度の末日までとします。
飼い犬や飼い猫がいなくなってしまった場合、見つけることは困難
②「登録書」は登録期間終了後、当方で廃棄処分します。
ですので、｢戻ってくるかも｣と安易に考えず、最寄りの保健所に連絡
①任用期間 原則６か月以内
してください。
(再度任用となる場合もあります。)
また、鑑札や迷子札を着けていなければ保護されても飼い主に連絡
を取ることはできません。
②勤務時間 午前８時15分～午後５時
犬や猫を飼育する際には、普段から鑑札や迷子札を着け、飼い犬や
③勤 務 日 月曜日～金曜日 ※祝日を除く
飼い猫が迷子にならないよう責任を持って管理しましょう。
④各種保険 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)
⑤賃

金

⑥手
当
⑦休
暇
⑧注意点等

☆申込・お問合せ

事務職
126,000円程度
技能労務職 113,700円程度
(学歴や職種によって異なります。)
期末・勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当等
年次有給休暇、年末年始休暇等
臨時職員は、地方公務員法第22条第５項に
規定する臨時的任用職員となりますので、
任用期間中は他の職や民間アルバイト等へ
の従事はできません。
※日額賃金となる場合や勤務場所によって
勤務条件等が異なることがあります。

総務課庶務係(内線2202)

☆お問合せ

住民課環境係(内線2137)

藤崎町商工会からのお知らせ
◎第２回｢伯龍の昔の遊び｣・｢お国ことばで川柳｣開催のお知らせ
渋谷伯龍さんが津軽弁で昔の遊びを解説した色紙や、おなじみの川
柳色紙を展示します。
☆日
時 10月22日(土)～12月４日(日) 午前９時～午後５時
※11月中旬に展示替えをします。
☆場
所 藤崎町コミュニティプラザ｢ぽっぽら｣
(ＪＲ北常盤駅併設)
◎藤崎町コミュニティプラザ｢ぽっぽら｣の利用について

平成28年度常盤ふるさと資料館あすか企画展
『弘前美術作家連盟─藤崎移動展─』を開催します
弘前美術作家連盟(委員長 吉澤 秀香)は、弘前市及び近隣市町村の
作家で構成され、昭和44年の創立以来芸術文化の発展に大きな役割を
果たしてきました。
本展では「第50回弘前美術展」の出展作品の中から書道・油彩・水
彩・日本画・写真合わせて84点を展示します。
芸術にふれる貴重な機会となりますので、皆さんのご来場をお待ち
しています。
☆日

時

10月21日(金)～30日(日) 午前９時～午後４時30分
※開催期間中の休館はありません。
☆会
場 常盤ふるさと資料館あすか
☆入 館 料 無料
☆開 催 式 10月21日(金) 午前９時
☆お問合せ

常盤ふるさと資料館あすか

☎65ー4567

藤崎町コミュニティプラザ｢ぽっぽら｣は町商工会が指定管理者とし
て運営しています。展示会、会議、演奏会等にご利用いただけます。
◎「第４回ふじさき秋まつり」における出店者募集のお知らせ
ふじさき秋まつり実行委員会商業チームとして、｢ふじさき秋まつ
り｣への出店者を募集しています。
☆開 催 日 11月19日(土)、20日(日)
☆出店時間 両日とも午前９時30分～午後３時
☆場
所 町役場前駐車場(買物広場)
☆出店条件 店舗スペース：１店舗あたり１テント
出 店 料：2,000円
そ の 他：できるだけ地場産品を販売してください。
☆申込方法 町商工会に出店申込書を提出してください。
（申込書は町商工会窓口にあります。）
☆申込締切 10月21日(金)
☆そ の 他 店舗スペースに限りがありますので、出店者多数の場
合は申込受付後でも出店をお断りする場合がありますの
であらかじめご了承ください。
☆お問合せ

藤崎町商工会 ☎75ー2370

やめよう！わら焼き！

稲わらも貴重な資源です。焼却せず、
収集やすき込みで再利用に努めましょう。

「脳トレ教室」サポーターを募集しています！
「脳トレ教室」では、地域の元気な高齢者に対して楽習(がくしゅう)
支援を行うサポーター(ボランティアスタッフ)を募集します。
※ラクラクと学習できて、楽しい会話が飛び交う教室であること
から、｢学習｣を｢楽習｣とよんでいます。
☆「脳トレ教室」とは
簡単な読み書き・計算に関する楽習を継続的に行うことで、脳が活
性化され、高齢者の認知症予防に効果があるとされています。
65歳以上の方を対象に、週１回、教材を使った簡単な読み書き・計
算やコミュニケーションにより、認知症を予防することを目的として
います。また、学びを通した人と人との交流・生きがいづくりの場を
提供することで、明るく元気な高齢者を増やすことも目的としています。
☆サポーターの仕事
サポーターの役割は、参加者が毎日の楽習を継続し、日常の生活習
慣として取り入れることができるように支援することです。
また、教室に来られた参加者を「笑顔」で出迎え、明るく・楽しい
雰囲気をつくるように心がけます。
☆サポーター募集要項
・対 象 者 明るく高齢者との会話を楽しめる方
（お子さんがいる方でも大丈夫です。ご相談ください。）
・活動内容 ①参加者の楽習の見守り
②読み書き教材の音読の聞きとりや計算の採点
③結果の記録・振り返り
④懇談コーナーで仲間づくりの支援 など
・活動場所及び活動日
藤崎老人福祉センター 毎週金曜日（11月11日～）
常盤老人福祉センター 毎週火曜日（11月8日～）
※毎週出席できなくてもかまいません。参加できる日をお知ら
せください。
・活動時間 午前９時～正午
・謝
礼 １日1,000円
（ボランティア活動のため、交通費程度となります。)
☆お問合せ

町地域包括支援センター

565－4155

青森県最低賃金改正のお知らせ

少林寺拳法教室参加者募集のお知らせ
町少林寺拳法協会では、護身の技術である少林寺拳法の教室を開催します。
☆日
時
☆場
所
☆対
象
☆参 加 料
☆持 ち 物
☆申 込 先

11月12日(土) 午後６時45分～午後８時
スポーツプラザ藤崎「柔剣道室」
小学生以上
無料
汗ふきタオル、動きやすい服装
スポーツプラザ藤崎 575－3323

☆お問合せ

町少林寺拳法協会

天内

司 575－4027

手作りキャンドルを作ってみよう！
町地域子育て支援センターでは｢手作りキャンドル作り」講座を開
催します。自分だけのオリジナルのキャンドルを作ってみませんか。
参加は無料です。たくさんのご参加をお待ちしています。
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆講
師
☆申込締切

11月18日(金) 午前10時30分～正午
町地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
在宅の未就学児と保護者
田村 静香 氏
11月５日(土)

☆申込・お問合せ

地域子育て支援センター ☎75ー6131
藤崎保育所
☎75ー3305

表示登記無料相談会のお知らせ
青森地方法務局職員と土地家屋調査士が不動産における表示に関す
る登記、筆界特定手続き等に関して相談会を開催します。
家を新築した、増改築した、土地を分けたい、などの登記手続きや
土地の境界トラブル等の相談を受付します。
☆日
☆場

時
所

☆お問合せ

11月12日(土) 午前10時～午後３時30分
弘前市民会館 ２階 ｢第一小会議室」
※当日は電話による無料相談も行います。
無料相談電話 017ー722ー3178
青森県土地家屋調査士会 5017ー722ー3178

青森県最低賃金が改正されます。金額は次のとおりです。

時間額

再就職支援セミナーのお知らせ

716円(10月20日(木)から)

青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者と、労働者を一
人でも使用している使用者に適用されます。ただし、製造業と小売業
の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
青森県最低賃金に関する詳細については青森労働局ホームページ
(http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)をご覧ください。

書類選考を通過するための応募書類の作成について分かりやすく解
説し、パソコンで職務経歴書や添え状を作成します。
希望者はセミナー後に個別相談を受けることもできます。

年末調整説明会のお知らせ

☆日
時 11月４日(金) 午後１時30分～午後３時30分
☆場
所 キャリアスクールＩ.Ｍ.Ｓ(弘前市土手町138番地１)
☆対 象 者 45歳以上で求職活動している方
☆定
員 先着20名
※再就職支援セミナーの詳細についてはあおもり中高年就職支援センター
ホームページ (http://a-ckn.ims-hirosaki.com/)をご覧ください。

平成28年分の年末調整関係事務の説明会を次の日程で開催します。

☆申込･お問合せ あおもり中高年就職支援センター 5017ー723ー6350

☆お問合せ

☆日

青森労働局労働基準部賃金室

☎017－734－4114

時

11月17日(木)午前10時～正午
※受付開始は午前９時30分
☆場
所 スポカルイン黒石 ２階 ｢大会議室｣
☆対 象 者 すべての事業者
☆必要書類 次の書類を忘れずにご持参ください。
・年末調整のしかた
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
・給与支払報告書(総括表)の書きかた
・源泉徴収票・支払調書提出のチェックポイント
・番号制度に係る周知(法定調書リーフレット)
☆お問合せ 黒石税務署法人課税部門(源泉所得税担当) 552ー4111
※電話をかけると自動音声案内になるので、｢２｣を押してください。
平成28年度

11月定例労働相談会のお知らせ
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題(解雇･賃金引下げ
など)について、青森県労働委員会委員が無料で相談に応じます。
☆日
時 11月９日(水) 午後１時30分～午後３時30分
☆場
所 青森県労働委員会(県庁国道側向い みどりやビル７階)
☆対 象 者 県内の労働者、事業主
※労働相談会に関する詳細については青森県労働委員会ホームページ
(http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html)
をご覧ください。
☆お問合せ

下水道推進標語

下水道への加

「下水道 水がいからの 守り神」
下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで

青森県労働委員会事務局 5017ー734ー9832

☎75－6025

入、よろしく
お願いしま～
スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

